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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 53,874 ― 3,809 ― 14,685 ― 9,356 ―
20年3月期第1四半期 31,529 34.2 1,605 △24.4 11,539 34.7 7,137 28.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 133.90 ―
20年3月期第1四半期 101.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 239,993 180,453 72.2 2,480.58
20年3月期 251,510 192,666 73.4 2,642.96

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  173,328百万円 20年3月期  184,675百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 120,000 ― 9,000 ― 30,000 ― 18,000 ― 257.61
通期 264,000 58.5 23,000 69.5 59,000 3.7 33,000 0.3 472.28

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月２日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
  詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しております。 
  実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
  指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  71,960,000株 20年3月期  71,960,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,085,808株 20年3月期  2,085,461株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  69,874,363株 20年3月期第1四半期  70,179,475株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期における当社グループの経営環境は、主原料であるスクラップ価格が国内外ともに著しく上

昇し、合金鉄等の副資材価格も相次いで上昇しました。そのような状況のもと、当社グループは原材料高に
見合う販売価格の実現に努めてまいりました。
　日本においては、関西、九州地区における電気機器メーカー等の工場新設等の影響を受け、需要は堅調な
がら、販売価格引上げがスクラップ価格上昇に追いつかない状況で推移しました。一方、連結子会社を有す
る韓国及びタイ国では、需要が好調ななか、概ね順調に収益を計上しました。
　また、持分法適用関連会社を有する米国では、当第１四半期においてはサブプライムローン問題による大
きな影響もなく、業績は好調に推移しました。

　以上の結果、当第１四半期の売上高は53,874百万円（前年同期比70.9％増）、営業利益は3,809百万円（前
年同期比137.3％増）、経常利益は14,685百万円（前年同期比27.3％増）、四半期純利益は9,356百万円（前年
同期比31.1％増）となりました。
　なお、サイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドは平成19年６月に当社の連結子会社となりまし
たが、前第１四半期と比べ当第１四半期に与える影響は下記のとおりです。

（売上高及び営業利益の前年同期比較）

（単位：百万円）

前第１四半期 当第１四半期

増 減自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成19年６月30日 至 平成20年６月30日

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益
従来

連結範囲
31,529 1,605 38,206 1,879 6,676 274

サイアム
・ヤマト

― ― 15,667 1,929 15,667 1,929

計 31,529 1,605 53,874 3,809 22,344 2,203

（注） 前第１四半期連結会計期間末において持分法適用関連会社であったサイアム・ヤマト・スチールカンパニー

　 リミテッドは、株式の追加取得により、平成19年6月に連結子会社となりました。みなし取得日を前中間連結

　 会計期間末とし、売上高等につきましては前連結会計期間の下期より連結しているため、前第１四半期連結会

　 計期間には同社の売上高等は含まれておりません。

（持分法による投資利益の前年同期比較）

（単位：百万円）

前第１四半期 当第１四半期

増 減自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成19年６月30日 至 平成20年６月30日

米国 7,482 9,969 2,487

サイアム
・ヤマト

1,022 　― △1,022

計 8,505 9,969 1,464

　

（注） 前第１四半期連結会計期間末において持分法適用関連会社であったサイアム・ヤマト・スチールカンパニー

　 リミテッドは、株式の追加取得により、平成19年６月に連結子会社となりました。みなし取得日を前中間連結

　 会計期間末としているため、同社の持分法による投資利益の反映は前中間連結会計期間末までとなっておりま

　 す。

なお、当第１四半期における海外子会社、関係会社の財務諸表から連結財務諸表作成にかかる期中平均の
為替レートは次のとおりです。
（海外各社の当第１四半期は平成20年１月～３月）

　 103.79円／米ドル、3.38円／バーツ、9.21ウォン／円

また、前第１四半期における期中平均の為替レートは次のとおりです。
（海外各社の前第１四半期は平成19年１月～３月）

　 119.41円／米ドル、3.56円／バーツ、7.87ウォン／円
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2. 連結財政状態に関する定性的情報
（１）財政状態の変動

当第１四半期末における総資産は、為替変動の影響で在外子会社の資産が減少したこと等により、前連結
会計年度末に比べ11,516百万円減少の239,993百万円となりました。
　負債につきましては、支払手形及び買掛金、未払法人税等の増加等により、前連結会計年度末に比べ696百
万円増加の59,540百万円となりました。
　また純資産は四半期純利益の増加9,356百万円、配当による減少の他、為替変動の影響で為替換算調整勘定
が19,233百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ12,212百万円減少の180,453百万円となりま
した。

なお、当第１四半期末における海外子会社、関係会社の財務諸表から連結財務諸表作成にかかる期末の為
替レートは次のとおりです。
（海外各社の当第１四半期末は平成20年３月末）

　 100.20円／米ドル、3.19円／バーツ、9.90ウォン／円

また、前連結会計年度末における期末の為替レートは次のとおりです。
（海外各社の前会計年度末は平成19年12月末）

　 114.15円／米ドル、3.86円／バーツ、8.22ウォン／円

（２）キャッシュフローの状況
（営業活動によるキャッシュフロー）
　主に米国の持分法適用関連会社からの現金分配等により、営業活動による資金は11,548百万円増加しまし
た。
（投資活動によるキャッシュフロー）
　主にサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドの第２工場建設による支出等により、投資活動に
よる資金は1,395百万円減少しました。
（財務活動によるキャッシュフロー）
　主に借入金の返済及び配当金の支払等により、財務活動による資金は3,574百万円減少しました。
　以上に現金及び現金同等物に係る換算差額△10,229百万円を加味した、当第１四半期末における現金及び
現金同等物の残高は78,131百万円となり、前連結会計年度末と比べ、3,650百万円減少しました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
連結業績予想につきましては、前回予想（平成20年５月２日発表）から修正しております。

詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
　（簡便な会計処理）

　 ①棚卸資産の評価方法
　 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部の子会社を除き実地棚卸を
　 省略し、前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。
　 また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
　 を見積り、簿価切下げを行っております。

　 ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
　 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経営環境、かつ、一時差異
　 の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の
　 業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

　 （四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理）
　 税金費用の計算
　 一部の子会社を除き、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税
　 率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して
　 おります。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３
　 月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計
　 基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、
　 「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　 ②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
　 たな卸資産
　 当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会
　 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。
　 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調
　 整前四半期純利益は、それぞれ65百万円減少しております。
　 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　 ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用
　 当第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する
　 当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、
　 連結決算上必要な修正を行っております。
　 これにより、期首の利益剰余金が276百万円減少しております。

　 ④リース取引に関する会計基準の適用
　 当第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平
　 成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する
　 会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日
　 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用しております。
　 なお、リース取引開始日が当連結会計年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に
　 ついては引き続き通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を適用しております。
　 これによる当第１四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 78,705 83,382

受取手形及び売掛金 38,995 37,371

製品 6,279 6,139

半製品 2,734 3,767

原材料 9,099 7,666

仕掛品 637 571

貯蔵品 6,448 7,189

その他 1,900 2,271

貸倒引当金 △107 △119

流動資産合計 144,692 148,240

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,596 10,498

機械装置及び運搬具 13,431 15,158

土地 15,260 17,271

建設仮勘定 6,535 6,128

その他 135 156

有形固定資産合計 44,958 49,214

無形固定資産

のれん 4,046 4,412

その他 381 469

無形固定資産合計 4,427 4,882

投資その他の資産

投資有価証券 12,029 11,293

出資金 32,369 36,405

その他 1,665 1,622

貸倒引当金 △148 △148

投資その他の資産合計 45,915 49,173

固定資産合計 95,301 103,269

資産合計 239,993 251,510
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,812 20,171

短期借入金 10,872 11,850

未払法人税等 4,685 2,242

賞与引当金 364 543

その他 7,832 8,198

流動負債合計 46,567 43,007

固定負債

長期借入金 － 3,012

繰延税金負債 9,673 9,360

退職給付引当金 1,986 2,118

役員退職慰労引当金 1,057 1,086

その他 256 258

固定負債合計 12,973 15,836

負債合計 59,540 58,844

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 1,142 1,142

利益剰余金 177,299 169,913

自己株式 △809 △808

株主資本合計 185,629 178,245

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,146 2,600

繰延ヘッジ損益 △43 －

為替換算調整勘定 △15,403 3,829

評価・換算差額等合計 △12,300 6,430

少数株主持分 7,124 7,990

純資産合計 180,453 192,666

負債純資産合計 239,993 251,510
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(2) 四半期連結損益計算書

（第１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日）

売上高 53,874

売上原価 47,278

売上総利益 6,595

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,165

給料及び手当 301

賞与引当金繰入額 90

退職給付引当金繰入額 20

役員退職慰労引当金繰入額 91

その他 1,116

販売費及び一般管理費合計 2,785

営業利益 3,809

営業外収益

受取利息 835

受取配当金 154

持分法による投資利益 9,969

その他 158

営業外収益合計 11,117

営業外費用

支払利息 154

為替差損 80

その他 6

営業外費用合計 241

経常利益 14,685

特別損失

固定資産除却損 4

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純利益 14,681

法人税、住民税及び事業税 4,423

法人税等調整額 296

法人税等合計 4,719

少数株主利益 605

四半期純利益 9,356
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 14,681

減価償却費 1,150

受取利息及び受取配当金 △989

支払利息 154

持分法による投資損益（△は益） △9,969

売上債権の増減額（△は増加） △5,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,974

仕入債務の増減額（△は減少） 5,341

その他 278

小計 2,581

利息及び配当金の受取額 10,602

利息の支払額 △99

法人税等の支払額 △1,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △177

定期預金の払戻による収入 1,005

有形固定資産の取得による支出 △2,212

その他 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,832

短期借入金の返済による支出 △4,087

長期借入金の返済による支出 △760

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △1,555

少数株主への配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,650

現金及び現金同等物の期首残高 81,781

現金及び現金同等物の四半期末残高 78,131
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業

会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期

連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

鉄鋼事業
軌道用品

事業
重工加工品

事業
その他の

事業
計

消去又は
全社

連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

50,209 962 2,338 363 53,874 ― 53,874

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,641 ― ― ― 1,641 (1,641) ―

計 51,851 962 2,338 363 55,516 (1,641) 53,874

営業利益又は
営業損失（△）

4,225 △8 △79 20 4,157 (348) 3,809

（注）１  従来の事業区分のうち、「ＦＲＰ成形事業」「不動産事業」「医療廃棄物処理事業」の３事業については、

　 前第３四半期連結会計期間末より「その他の事業」に含めて表示することに変更しております。

　 この変更は、前連結会計年度よりサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドが新たに連結子会社と

　 なり、鉄鋼事業の割合が増加したことにより、上記３事業の重要性が減少したためであります。

　 ２ 事業区分は製品の区分によっております。

　   ３  各事業の主な製品

　 （１）鉄鋼事業…………………Ｈ形鋼、溝形鋼、Ｉ形鋼、鋼矢板、エレベーターガイドレール、棒鋼

　 （２）軌道用品事業……………分岐器類、伸縮継目、NEWクロッシング、接着絶縁レール、

　  脱線防止ガード、タイプレート類、ボルト類

　 （３）重工加工品事業…………鋳鋼品、船舶製缶、重機械加工、造船用形鋼

　 （４）その他の事業……………浴槽、浴室用部品、洗面ボール、トイレ用水槽、高電圧用端子台、接続端子かん

　  不動産の賃貸、管理、緑化、メスキュード等

　

　 ４ 会計処理の方法の変更

　 （棚卸資産の評価に関する会計基準）

　 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第１四

　 半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

　 業会計基準第９号）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比べて、重工加工品事業に

　 おいて営業利益が65百万円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

日本
(百万円)

韓国
（百万円）

タイ国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　 (1) 外部顧客に
　 対する売上高

19,328 18,878 15,667 53,874 ― 53,874

　 (2) セグメント間の
　 内部売上高又は
　 振替高

― ― ― ― ― ―

計 19,328 18,878 15,667 53,874 ― 53,874

　 営業利益 279 1,769 2,109 4,157 (348) 3,809

（注）１  前連結会計年度よりサイアム・ヤマト・スチールカンパニーリミテッドが連結子会社となったことに伴い、

　 従来単一表示していた「アジア」を前第３四半期連結会計期間末より「韓国」と「タイ国」の国別に区分表

　 示することに変更しております。

　 ２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　 ３ 会計処理の方法の変更

　 （棚卸資産の評価に関する会計基準）

　 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第１四

　 半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

　 業会計基準第９号）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比べて、日本において営業

　 利益が65百万円減少しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

アジア
その他
の地域

計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 34,063 2,188 36,251

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 53,874

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 63.23 4.06 67.29

（注）１  国又は地域の区分は、地理的密接度によっております。

　 ２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

　 アジア・・・韓国、タイ国、シンガポール、マレーシア

　 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

　前四半期に係る財務諸表等
1.（要約） 前四半期連結損益計算書

(単位：百万円）

科 目

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日）

金 額

Ⅰ 売上高 31,529

Ⅱ 売上原価 27,844

売上総利益 3,685

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,080

営業利益 1,605

Ⅳ 営業外収益 10,045

受取利息及び配当金 1,028

持分法による投資利益 8,505

その他 512

Ⅴ 営業外費用 111

支払利息 108

その他 2

経常利益 11,539

Ⅵ 特別損失 0

税金等調整前四半期純利益 11,539

税金費用 4,286

少数株主利益 115

四半期純利益 7,137
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2.（要約） 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日）

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 11,539

減価償却費 980

受取利息及び受取配当金 △1,024

支払利息 108

持分法による投資利益 △8,505

売上債権の増加額 △772

たな卸資産の減少額 389

仕入債務の増加額 750

その他 1,182

小計 4,647

利息及び配当金の受取額 13,698

利息の支払額 △116

法人税等の支払額 △2,833

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,396

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,588

定期預金の払戻による収入 1,702

有形固定資産の取得による支出 △1,033

有形固定資産の売却による収入 1,593

投資有価証券の取得による支出 △1

関係会社株式取得による支出 △8,305

その他 △10

　  投資活動によるキャッシュ・フロー △8,642

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 654

長期借入金の返済による支出 △584

自己株式の取得による支出 △439

配当金の支払額 △1,357

少数株主への配当金の支払額 △1

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,728

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △740

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 4,285

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 68,802

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 73,087
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3.セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

鉄鋼事業

(百万円)

軌道用品
事業

(百万円)

重工加工
品事業

(百万円)

ＦＲＰ
成形事業

(百万円)

不動産
事業

(百万円)

医療
廃棄物
処理事業
(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

28,220 774 2,107 345 50 30 31,529 ― 31,529

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

846 ― ― ― ― ― 846 (846) ―

計 29,066 774 2,107 345 50 30 32,375 (846) 31,529

営業費用 27,380 803 1,950 324 34 28 30,522 (598) 29,924

営業利益又は
営業損失（△）

1,686 △29 157 20 15 2 1,853 (247) 1,605

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　 (1) 外部顧客に
　 対する売上高

14,554 16,975 31,529 ― 31,529

　 (2) セグメント間の
　 内部売上高又は
　 振替高

― ― ― ― ―

計 14,554 16,975 31,529 ― 31,529

　 営業費用 13,172 16,503 29,676 247 29,924

　 営業利益 1,382 471 1,853 (247) 1,605

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間においては、開示しておりません。
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